
一般社団法人日本相続学会 第１０回研究大会 開催要綱 

 

■大会総合テーマ：『 遺言 』 

■大会趣旨： 

先の民法改正により、遺言作成のための要件が緩和されました。また、法務局による

自筆証書遺言保管制度が開始されるなど、遺言作成は社会の関心事となっています。こ

の機会に、円満かつ円滑な相続を実現するためには、有効な遺言の存在が大きな原動力

となることを訴え、遺言の重要性について国民的な理解を促進するため、第１０回研究

大会は「遺言」を大会テーマに掲げます。 

 

■日 時：（配信日時）：2022 年 10 月 21 日（金）・22 日（土）  

■会 場：日本教育会館 （東京都千代田区一ツ橋 2-6-2） 

■主 催：一般社団法人日本相続学会・第 10 回研究大会実行委員会 

■後 援：現在調整中  

■日 程： 

10 月 21 日（金） 

 

10 月 22 日（土） 
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■基調講演 『 死ぬときに後悔すること２５ 』 

講師： 医師 大 津  秀 一 （おおつ しゅういち）氏 

 

早期緩和ケア大津秀一クリニック 院長 

茨城県出身。岐阜大学医学部卒業。緩和医療医。日本緩和医療学会 緩和医療専門医、

著書に 25万部のベストセラー『死ぬときに後悔すること２５』（新潮文庫）『「いい人生だ

った」と言える１０の習慣』（青春出版社）など多数。 

 

 

■シンポジウム 『 遺言と向き合う 』 

 

ゲストシンポジスト：竹林 正樹 (たけばやし まさき)氏 

青森県出身。青森大学客員教授。青森県立保健大学大学院、横浜市行動デザインチーム

など所属。ナッジの魅力を穏やかな津軽弁で語りかける。2020年開催 TEDxGlobisUに出

演。政府の日本版ナッジ・ユニットの有識者委員を務め、自治体や企業のナッジ戦略を支

援している。代表作は「DVD実践者のナッジ」（東京法規出版） 

 

 

■研究発表 『相続実務者を対象とした相続に関する意識・実態調査 中間 

報告』 

 

発表：研究部会 

 研究部会では、本学会設立 10周年を機に本年６月～７月に「相続実務者を対象とし

た相続に関する意識・実態調査」を実施。この調査は、その結果を広く公表すること

により、国民の「円満かつ円滑な相続」の実現に資することを目的としています。 

今回は、集計結果を受けて中間報告を行います。引き続き調査結果を分析し、相続

実務者のあり方についての提言を予定します。 

シンポジスト： 

竹林 正樹 氏（青森大学 客員教授） 

吉田 修平 氏（弁護士 吉田修平法律事務所） 

日永田 一憲 氏（司法書士 かもめ総合司法書士事務所） 

木下 園子 氏（日本財団遺贈寄付サポートセンター） 

コーディネーター： 

 竹内 裕詞 氏（弁護士 さくら法律事務所） 



■事例研究発表 （３会場同時進行） 

 

  早期割引     

(9 月 20 日まで) 

通常申込     

(9 月 21 日以降) 

研究大会（全日程） 
会 員 3,000円 5,000円 

一 般 5,000円 8,000円 

🍷情報交換会         

〈情報交換会のみの参加は不可〉 
会員・一般 6,000円 6,000円 

※会場参加・オンライン配信ともに同額。 ※学生は上記の半額（情報交換会は除く） 

 

■参加申込 

（申込開始）２０２２年９月１日（木）午前９時～ 

（申込締切）２０２２年１０月１４日（金） 

（申込方法） 

 

 

 

 

 

 

 

１部   （氏名）       （テーマ）         （所属） 

 

高野 良子 氏 高齢者間の相続における諸問題 福田耕治法律事務所 

吉岡 達也 氏 
認知症・相続対策における生命保険

信託の活用 

プルデンシャル信託株式

会社 

石井 満 氏 
家業のガバナンスに関する民事信託

等を通じた一族会議の効用 
杠司法書士法人 

２部 

 

池畑 芳子 氏  
「人生 100年時代」揉めないための

相続対策 
池畑会計事務所 

井殿 圭一郎 氏 
株価下落を機とした後継者への株式

移転と生命保険契約の活用 
大同生命保険株式会社 

稲岡 万貴子 氏  
認知症患者や障がいのある相続人を

含む遺産分割協議の留意点 

司法書士法人おおさか法

務事務所 

① 右記 QR コードを読み込み、参加申込フォームにて申し込み 

（または参加申込書記入のうえメールまたは FAX にて送付） 

② 振込先に参加費を送金（手数料負担願います。） 

③ 参加費着金をもって受付完了、実行委員会からメールにて受付完了連絡。 

④ オンライン配信は、１０月１６日以降に実行委員会からメールにて、参加 ID・ 

パスワードを送付（ID・パスワード送付後のキャンセル不可） 

■参加費 



 

 

 

 

■コロナ禍関連のご注意 

 会場参加の定員：７０名（先着順）以外の方は、オンライン配信となります。 

 会場参加とオンライン配信の併用を予定しておりますが、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大状況により、会場参加が出来ない場合があります。その際にはオ

ンライン配信のみとなります。 

 

■キャンセル 

申込後、やむを得ず取消を行う場合、必ずメールまたは FAXにてすみやかに実行委員

会事務局へご連絡ください。（参加費返金に伴う振込手数料は、参加者様負担とします。） 

 

変更の時期 キャンセル料 参加費返金 

2022年 10月 14日まで なし 参加費の 100％ 

2022年 10月 15日～当日 参加費の 100％ なし 

 

■緊急連絡 

自然災害、感染症、その他の事象により研究大会を延期または中止する場合は、本学

会ホームページにてお知らせします。 

 

■実行委員会事務局 

〒460-0003 名古屋市中区錦２丁目４－３ 錦パークビル 2階 

さくら総合法律事務所 内 

※事務局への連絡は、E-mailまたは FAXにてお願いします。 

 

■一般社団法人日本相続学会 

〒101-0021 東京都千代田区外神田６丁目９－６ 平川会計パートナーズ 内 

メールアドレス info@souzoku-gakkai.jp ＦＡＸ. 050-3730-8835 

ホームページ ＵＲＬ https://souzoku-gakkai.jp 

大会用メールアドレス renraku@souzoku-gakkai.jp 

大会用ＦＡＸ.  ０５０－３７３０－８８３５ 

（振込先） ・・・ 三菱 UFJ 銀行 大津町支店 普通預金 0249069 

     日本相続学会研究大会 実行委員長 竹内裕詞 
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